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(57)【要約】
【課題】従来、曲を再生していないときにＡＭＰ回路に
対する電源供給を停止することで消費電力を抑えるが、
曲再生中における消費電力を抑えることはできず、長時
間の音楽再生がむずかしい。
【解決手段】操作機能部Ａと再生機能部Ｂとに分離され
、再生機能部Ｂは、再生対象の曲情報を操作機能部Ａへ
通知する情報通知部１１と、操作機能部Ａが休止状態の
ときに情報通知部１１による曲情報の操作機能部Ａへの
通知を抑制する通知抑制部１２と、操作機能部Ａが休止
状態のときに情報通知部１１による曲情報を一時記憶す
る記憶部１３を有する。操作機能部Ａは、休止状態から
動作状態へ復帰したときに、記憶部１３から曲情報を取
得する情報取得部２１を有する。曲の再生中に２つの機
能部間の曲情報の通知を休止して操作機能部Ａの休止時
間を延ばし、消費電力を抑え、長時間の音楽再生機能を
実現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作機能部と再生機能部とに分けて構成され、
　前記再生機能部は、
　再生対象の曲情報を前記操作機能部へ通知する情報通知部と、
　前記操作機能部が休止状態のときに、前記情報通知部による前記曲情報の前記操作機能
部への通知を抑制する通知抑制部と、
　前記操作機能部が休止状態のときに、前記情報通知部による前記曲情報を一時記憶する
記憶部とを有し、
　前記操作機能部は、この操作機能部が休止状態から動作状態へ復帰したときに、前記記
憶部から前記曲情報を取得する情報取得部を有している音楽再生装置。
【請求項２】
　さらに、前記操作機能部は、任意の曲の再生を前記再生機能部に対して指示する再生情
報指示部を有し、前記再生機能部は、再生するように指示された曲の情報を蓄積する再生
情報蓄積部を有し、現在再生中の曲の再生が終了したときに、前記再生機能部は、前記再
生情報蓄積部に再生すべき曲の指示情報があれば、次に再生すべき曲の再生を開始すると
ともにその曲の情報を前記情報通知部を通じて前記情報取得部または前記記憶部に通知す
るように構成されている請求項１に記載の音楽再生装置。
【請求項３】
　さらに、曲の再生を終了した後に、曲を再生していた前記再生機能部自身を休止状態に
遷移させる休止遷移部を有している請求項１または請求項２に記載の音楽再生装置。
【請求項４】
　さらに、前記再生機能部は、曲を再生していた当該再生機能部を休止状態に遷移させる
際に、前記情報通知部により通知された曲情報を記憶し続けるために前記記憶部に電源を
供給する電源供給部を有している請求項３に記載の音楽再生装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれかに記載の音楽再生装置と、スピーカとを搭載した
音楽再生端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽再生装置および音楽再生端末にかかわり、消費電力を抑え、長時間の音
楽再生機能を実現するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の音楽再生装置において、消費電力を抑える技術として、曲再生をしていないとき
にアンプ回路に電源を供給しないようにする方法が提案されている（例えば特許文献１参
照）。
【０００３】
　図９は従来の技術の構成を示す。操作機能部Ａにおいて再生開始の操作を行うと、再生
機能部Ｂが曲を再生する。この曲の再生中に、再生機能部Ｂにおける情報通知部１１は曲
情報を操作機能部Ａに通知する。
【特許文献１】特開２００２－１８２８０４号公報（第３－４頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の音楽再生装置においては、曲再生中における情報通知部１１から操作機
能部Ａへの曲情報の通知が頻繁に行われるため、操作機能部Ａは休止状態になれず、曲再
生中の消費電力が大きくなるという課題がある。
【０００５】
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　本発明は、このような事情に鑑みて創作したものであり、曲再生中における操作機能部
の休止時間を延ばし、消費電力を抑えて、長時間の音楽再生機能を実現することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による音楽再生装置は、操作機能部と再生機能部とに分けて構成され、前記再生
機能部は、再生対象の曲情報を前記操作機能部へ通知する情報通知部と、前記操作機能部
が休止状態のときに、前記情報通知部による前記曲情報の前記操作機能部への通知を抑制
する通知抑制部と、前記操作機能部が休止状態のときに、前記情報通知部による前記曲情
報を一時記憶する記憶部とを有し、前記操作機能部は、この操作機能部が休止状態から動
作状態へ復帰したときに、前記記憶部から前記曲情報を取得する情報取得部を有している
というものである。
【０００７】
　この構成によれば、再生機能部による曲の再生中において、操作機能部が休止状態にな
っているときは、再生機能部における通知抑制部は情報通知部が曲情報を操作機能部に通
知するのを中止する。この通知中止により、操作機能部はその休止状態を延長化される。
操作機能部においてユーザによる操作があったときは、操作機能部は動作状態に移行する
。すると、再生機能部の通知抑制部は、情報通知部の通知中止を解除し、記憶部に一時記
憶されている曲情報を操作機能部の情報取得部への通知を許容する状態に移行する。以上
のように、操作機能部におけるユーザ操作等がない限り、再生機能部と操作機能部との間
の曲情報の通知を極力少なくして、曲再生中における操作機能部の休止時間を延ばし、消
費電力を抑えることが可能となる。すなわち、長時間の音楽再生機能を実現する。
【０００８】
　上記構成の音楽再生装置において、さらに、前記操作機能部は、任意の曲の再生を前記
再生機能部に対して指示する再生情報指示部を有し、前記再生機能部は、再生するように
指示された曲の情報を蓄積する再生情報蓄積部を有し、現在再生中の曲の再生が終了した
ときに、前記再生機能部は、前記再生情報蓄積部に再生すべき曲の指示情報があれば、次
に再生すべき曲の再生を開始するとともにその曲の情報を前記情報通知部を通じて前記情
報取得部または前記記憶部に通知するように構成されているという態様がある。
【０００９】
　この構成においては、操作機能部における再生情報指示部は再生を希望する曲の指示を
行う。その指示の情報は再生機能部における再生情報蓄積部に伝えられ、蓄積される。現
在再生中の曲が終了すると、再生機能部は再生情報蓄積部に再生すべき曲の指示情報があ
るか否かを判断し、存在しているときは、次に再生すべき曲の再生を開始するとともにそ
の曲の情報を情報通知部を通じて操作機能部または記憶部に転送する。この処理を再生情
報蓄積部において再生すべき曲の指示情報がなくなるまで繰り返す。この場合、複数の曲
を再生する際に、曲の切り替わり毎に、再生すべき曲の情報を操作機能部が再生機能部に
対して指示する必要がなくなる。したがって、曲再生中における操作機能部の休止時間を
延ばし、消費電力を抑えることで、長時間の音楽再生機能を実現する。
【００１０】
　上記構成の音楽再生装置において、さらに、曲の再生を終了した後に、曲を再生してい
た前記再生機能部自身を休止状態に遷移させる休止遷移部を有しているという態様がある
。
【００１１】
　このように構成すれば、操作機能部を休止状態にするだけでなく、曲の再生が終了した
ときは再生機能部自身も休止状態にすることができ、システム全体の消費電力をさらに抑
えることが可能となる。
【００１２】
　上記の休止遷移部に言及した音楽再生装置において、さらに、前記再生機能部は、曲を
再生していた当該再生機能部を休止状態に遷移させる際に、前記情報通知部により通知さ
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れた曲情報を記憶し続けるために前記記憶部に電源を供給する電源供給部を有していると
いう態様がある。
【００１３】
　このように構成すれば、再生機能部が休止状態になった後も、電源供給部によって記憶
部に電源を供給し続けることで、再生機能部の記憶部に記憶している曲情報を消去するこ
となく保持し続けることができ、再生機能部が休止状態から動作状態に遷移しなくても、
休止状態になる前の曲情報を操作機能部が記憶部から取得することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明による音楽再生端末は、上記いずれかの音楽再生装置と、スピーカとを搭
載したものである。これによれば、再生機能部による曲の再生中に、再生機能部から操作
機能部への曲情報通知を抑制することで、曲再生中における操作機能部の休止時間を延ば
し、長時間の音楽再生機能を実現することが可能となる。
【００１５】
　なお、本発明での曲情報とは、曲タイトルやアーティスト名、再生時間や周波数帯域情
報など、曲にまつわる様々な情報の一部またはすべてを含めたものである。また、曲の再
生とは、等倍速の再生、高速再生、スロー再生、巻き戻しなどを含めたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、曲再生中における消費電力を抑えることができるようになり、長時間
の音楽再生機能を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明にかかわる音楽再生装置の実施の形態を図面を用いて詳細に説明する。な
お、実施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明
を省略する場合がある。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における音楽再生装置の構成を示すブロック図である。
【００１９】
　この音楽再生装置は、再生機能部Ｂと操作機能部Ａとから構成されている。再生機能部
Ｂは、情報通知部１１、通知抑制部１２および記憶部１３から構成されている。操作機能
部Ａは、入力操作部や画面表示部（図示せず）のほか情報取得部２１を備えている。
【００２０】
　再生機能部Ｂにおける情報通知部１１は、曲情報を操作機能部Ａへ通知する機能を有し
ている。通知抑制部１２は、操作機能部Ａが休止状態のときに、情報通知部１１を制御し
て、再生機能部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を抑制する機能を有している。記憶
部１３は、操作機能部Ａが休止状態のときに、情報通知部１１による曲情報を一時記憶す
るように構成されている。曲のコンテンツ情報は、内蔵の記憶媒体、抜き差し可能な記憶
媒体（図示せず）に記憶されているものとする。
【００２１】
　操作機能部Ａにおける情報取得部２１は、操作機能部Ａが休止状態から動作状態へ復帰
したときに、再生機能部Ｂの記憶部１３から曲情報を取得するように構成されている。
【００２２】
　なお、情報通知部１１、通知抑制部１２および情報取得部２１は、通常、ＭＰＵやメモ
リ等で実現され、それぞれの処理手順は、ソフトウェアで実現され、そのソフトウェアは
ＲＯＭ等の記録媒体に格納されている。ただし、ハードウェア（専用回路）で実現しても
よい。記憶部１３は、通常、メモリ等で実現される。
【００２３】
　次に、上記のように構成された本実施の形態の音楽再生装置の動作を図２のフローチャ
ートに従って説明する。
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【００２４】
　図２（ａ）は操作機能部Ａが休止状態に遷移したときの動作を示すフローチャート、図
２（ｂ）は操作機能部Ａが動作状態に遷移したときの動作を示すフローチャートである。
【００２５】
　再生機能部Ｂが曲の再生を行っているときに、操作機能部Ａが休止状態に遷移すると、
ステップＳ１からの処理が開始される。
【００２６】
　まずステップＳ１において、通知抑制部１２は情報通知部１１を制御して、再生機能部
Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を中止する。
【００２７】
　次いでステップＳ２において、情報通知部１１は操作機能部Ａへの通知を中止した曲情
報を記憶部１３に一時記憶させる。そのようにして、曲情報が再生機能部Ｂから操作機能
部Ａへ通知されないようにし、操作機能部Ａを休止状態へ遷移できるようにする。
【００２８】
　そして、再生機能部Ｂが曲の再生を行っているときに、使用者の操作などにより操作機
能部Ａが動作状態に遷移すると、ステップＳ３からの処理が開始される。
【００２９】
　まずステップＳ３において、操作機能部Ａにおける情報取得部２１は、再生機能部Ｂに
おける記憶部１３にアクセスし、そこに一時記憶されている曲再生状態を読み出して取得
する。
【００３０】
　次いでステップＳ４において、通知抑制部１２は情報通知部１１に対する制御を解き、
情報通知部１１による再生機能部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を再開する。
【００３１】
　次いでステップＳ５において、再生機能部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を実行
する。この曲情報の通知は、操作機能部Ａが休止状態に遷移するか曲が終了するまで継続
される。
【００３２】
　なお、ステップＳ１とステップＳ２の順番、あるいはステップＳ３とステップＳ４の順
番は前後してもよい。また、電源オフや処理終了の割り込みにより処理を終了してもよい
。
【００３３】
　以上のように本実施の形態によれば、再生機能部Ｂによる曲の再生中に、再生機能部Ｂ
から操作機能部Ａへの曲情報通知を抑制することで、曲再生中における操作機能部Ａの休
止時間を伸ばし、消費電力を抑えることで、長時間の音楽再生機能を実現することができ
る。
【００３４】
　（実施の形態２）
　図３は本発明の実施の形態２における音楽再生装置の構成を示すブロック図である。図
３において、実施の形態１の図１におけるのと同じ符号は同一構成要素を指している。本
実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
【００３５】
　操作機能部Ａにおいて、次に再生すべき任意の１または複数の曲を再生機能部Ｂに対し
て指示するための再生情報指示部２２が追加され、再生機能部Ｂにおいて、操作機能部Ａ
の再生情報指示部２２から受け取った次に再生すべき１または複数の曲の情報を蓄積する
再生情報蓄積部１４が追加されている。そして、再生機能部Ｂは、再生情報蓄積部１４に
再生すべき曲の指示情報があれば、次に再生すべき曲の再生を開始するとともにその曲の
情報を情報通知部１１が取得して、操作機能部Ａまたは記憶部１３へ曲情報を通知するよ
うに構成されている。なお、再生情報指示部２２は、通常、ＭＰＵやメモリ等で実現され
、その処理手順は、ソフトウェアで実現され、そのソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
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格納されている。ただし、ハードウェア（専用回路）で実現してもよい。再生情報蓄積部
１４は、通常、メモリ等で実現される。その他の構成については、実施の形態１と同様で
あるので、説明を省略する。
【００３６】
　次に、上記のように構成された本実施の形態の音楽再生装置の動作を図４のフローチャ
ートに従って説明する。
【００３７】
　操作機能部Ａにおける再生情報指示部２２は再生を希望する曲の指示を行う。その指示
の情報は再生機能部Ｂにおける再生情報蓄積部１４に伝えられ、蓄積される。
【００３８】
　再生機能部Ｂが曲の再生を行っているときに、操作機能部Ａが休止状態に遷移すると、
ステップＳ１１からの処理が開始される。
【００３９】
　まずステップＳ１１において、通知抑制部１２は情報通知部１１を制御して、再生機能
部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を中止する。
【００４０】
　次いでステップＳ１２において、情報通知部１１は操作機能部Ａへの通知を中止した曲
情報を記憶部１３に一時記憶させる。そのようにして、曲情報が再生機能部Ｂから操作機
能部Ａへ通知されないようにし、操作機能部Ａを休止状態へ遷移できるようにする。
【００４１】
　次いでステップＳ１３において、現在再生中の曲について終了判定を行い、現在再生中
の曲が終了すればステップＳ１４に進む。
【００４２】
　次いでステップＳ１４において、再生機能部Ｂは、再生情報蓄積部１４に次に再生すべ
き曲の指示情報が蓄積されているかの判定を行う。次に再生すべき曲の指示情報が蓄積さ
れている場合には、ステップＳ１５に進んで、その曲を再生を開始するとともに、その曲
の情報を情報通知部１１が取得して記憶部１３に一時記憶させる。この処理を再生情報蓄
積部１４において再生すべき音楽がなくなったと判断されるまで繰り返す。そして、再生
情報蓄積部１４に再生すべき曲の情報が登録されていない場合には、曲の再生を終了する
。ここで、再生情報蓄積部１４に再生すべき曲の情報が登録されていない状態とは、フラ
グを立てるなどして再生した曲をチェックしていって、再生すべき曲がすべて再生された
と判断した状態でもよいし、再生された曲の情報を再生情報蓄積部１４から消去していき
、その情報がなくなった状態でもよい。
【００４３】
　なお、ステップＳ１１とステップＳ１２の順番は前後してもよい。また、電源オフや処
理終了の割り込みにより処理を終了してもよい。
【００４４】
　以上のように本実施の形態によれば、複数の曲を再生する際に、曲の切り替わり毎に、
再生すべき曲の情報を操作機能部Ａが再生機能部Ｂに対して指示する必要がなくなる。し
たがって、曲再生中における操作機能部Ａの休止時間を延ばし、消費電力を抑えることで
、長時間の音楽再生機能を実現することができる。
【００４５】
　（実施の形態３）
　図５は本発明の実施の形態３における音楽再生装置の構成を示すブロック図である。図
５において、実施の形態１の図１におけるのと同じ符号は同一構成要素を指している。本
実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
【００４６】
　再生機能部Ｂにおいて休止遷移部１５が追加されている。この休止遷移部１５は、再生
機能部Ｂによる曲の再生が終了すると、当該の再生機能部Ｂ自身を休止状態に遷移させる
機能を有している。なお、休止遷移部１５は、通常、ＭＰＵやメモリ等で実現され、その



(7) JP 2008-58404 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

処理手順は、ソフトウェアで実現され、そのソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に格納さ
れている。ただし、ハードウェア（専用回路）で実現してもよい。その他の構成について
は、実施の形態１と同様であるので、説明を省略する。
【００４７】
　次に、上記のように構成された本実施の形態の音楽再生装置の動作を図６のフローチャ
ートに従って説明する。
【００４８】
　再生機能部Ｂが曲の再生を行っているときに、操作機能部Ａが休止状態に遷移すると、
ステップＳ２１からの処理が開始される。
【００４９】
　まずステップＳ２１において、通知抑制部１２は情報通知部１１を制御して、再生機能
部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を中止する。
【００５０】
　次いでステップＳ２２において、情報通知部１１は操作機能部Ａへの通知を中止した曲
情報を記憶部１３に一時記憶させる。そのようにして、曲情報が再生機能部Ｂから操作機
能部Ａへ通知されないようにし、操作機能部Ａを休止状態へ遷移できるようにする。
【００５１】
　次いでステップＳ２３において、再生すべき曲がすべて終了したかどうかの終了判定を
行い、終了であればステップＳ２４に進む。
【００５２】
　次いでステップＳ２４において、休止遷移部１５は再生機能部Ｂを休止状態へ遷移させ
る。
【００５３】
　なお、ステップＳ２１とステップＳ２２の順番は前後してもよい。また、電源オフや処
理終了の割り込みにより処理を終了してもよい。
【００５４】
　以上のように本実施の形態によれば、操作機能部Ａを休止状態にするだけでなく、曲の
再生終了後は再生機能部Ｂも休止状態に遷移させるので、システム全体の消費電力を最大
限抑制し、長時間の音楽再生機能を実現することができる。
【００５５】
　（実施の形態４）
　図７は本発明の実施の形態４における音楽再生装置の構成を示すブロック図である。図
７において、実施の形態３の図５におけるのと同じ符号は同一構成要素を指している。本
実施の形態に特有の構成は、次のとおりである。
【００５６】
　再生機能部Ｂにおいて、電源供給部１６が追加されている。この電源供給部１６は、曲
を再生していた再生機能部Ｂを休止遷移部１５が休止状態に遷移させる際に、情報通知部
１１により通知された曲情報を記憶し続けるために記憶部１３に電源を供給するように構
成されている。なお、電源供給部１６は、通常、ＭＰＵやメモリ等で実現され、その処理
手順は、ソフトウェアで実現され、そのソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に格納されて
いる。ただし、ハードウェア（専用回路）で実現してもよい。その他の構成については、
実施の形態３と同様であるので、説明を省略する。
【００５７】
　次に、上記のように構成された本実施の形態の音楽再生装置の動作を図８のフローチャ
ートに従って説明する。
【００５８】
　再生機能部Ｂが曲の再生を行っているときに、操作機能部Ａが休止状態に遷移すると、
ステップＳ３１からの処理が開始される。
【００５９】
　まずステップＳ３１において、通知抑制部１２は情報通知部１１を制御して、再生機能
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部Ｂから操作機能部Ａへの曲情報の通知を中止する。
【００６０】
　次いでステップＳ３２において、情報通知部１１は操作機能部Ａへの通知を中止した曲
情報を記憶部１３に一時記憶させる。そのようにして、曲情報が再生機能部Ｂから操作機
能部Ａへ通知されないようにし、操作機能部Ａを休止状態へ遷移できるようにする。
【００６１】
　次いでステップＳ３３において、再生すべき曲がすべて終了したかどうかの終了判定を
行い、終了であればステップＳ３４に進む。
【００６２】
　次いでステップＳ３４において、電源供給部１６は記憶部１３に対して電源供給を行う
。
【００６３】
　次いでステップＳ３５において、休止遷移部１５は、記憶部１３を除いて再生機能部Ｂ
を休止状態へ遷移させる。
【００６４】
　なお、ステップＳ３１とステップＳ３２の順番は前後してもよい。また、電源オフや処
理終了の割り込みにより処理は終了する。
【００６５】
　以上のように本実施の形態によれば、再生機能部Ｂが休止状態になった後も、記憶部１
３に電源供給をし続けることで、記憶部１３に一時記憶している曲情報を消去することな
く保持し続けることができ、休止状態になる前に曲情報がどのようなものであったかを、
操作機能部Ａが取得することができる。また、記憶部１３に電源供給をし続けることで、
再生機能部Ｂが休止状態から動作状態に遷移しなくても、操作機能部Ａが動作状態に遷移
したときに、記憶部１３から曲情報を取得することができる。
【００６６】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されることはいうまでもない。
【００６７】
　また、上記の複数の実施の形態を任意のパターンで組み合わせて実施することも可能で
ある。
【００６８】
　さらに、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現してもよい。そして、この
ソフトウェアをダウンロード等により配布してもよい。また、このソフトウェアをＣＤ－
ＲＯＭなどの記録媒体に格納して流通させてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の技術は、長時間の音楽再生機能が求められる携帯型の音楽プレーヤ、ビデオプ
レーヤ、携帯電話などの音楽再生機器等として有用である。また、動画再生装置などの用
途にも応用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施の形態１における音楽再生装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１における音楽再生装置の動作を示すフローチャート
【図３】本発明の実施の形態２における音楽再生装置の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態２における音楽再生装置の動作を示すフローチャート
【図５】本発明の実施の形態３における音楽再生装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３における音楽再生装置の動作を示すフローチャート
【図７】本発明の実施の形態４における音楽再生装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態４における音楽再生装置の動作を示すフローチャート
【図９】従来の技術における音楽再生装置の構成を示すブロック図
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【符号の説明】
【００７１】
　Ａ　操作機能部
　Ｂ　再生機能部
　１１　情報通知部
　１２　通知抑制部
　１３　記憶部
　１４　再生情報蓄積部
　１５　休止遷移部
　１６　電源供給部
　２１　情報取得部
　２２　再生情報指示部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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